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この冊子は、ローブレナ（一般名：ロルラチニブ）を服用される患者さん
に、薬の服用方法や主な副作用について知っていただくためのもの
です。

ローブレナは、手術により切除することができないALK陽性肺がん※

に対する治療薬です。

ローブレナ服用中には、「間質性肺疾患」、「QT間隔延長」、「膵炎」、
「肝機能障害」、「中枢神経系障害、精神障害」という重大な副作用があらわ
れるおそれがあります。
気になる症状があらわれた場合（12～16ページ参照）には、速やかに
担当医にご連絡ください。

治療中は、必要に応じていつでもこの冊子を読み返せるようにして
おいてください。
また、薬の服用方法や副作用について、わからないことや不安なこと
がある場合、体調の変化などに気付いた場合には、担当医や看護師、
薬剤師にご連絡ください。

※正式な適応症：ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん
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ローブレナによる治療を開始する前に
次のような方はローブレナを服用することができませんので、治療を開始
する前に担当医にお申し出ください。

また、下記の項目に該当する方は、ローブレナの服用にあたって注意が
必要ですので、治療を開始する前に担当医にお申し出ください。

ローブレナを服用することができない方 ローブレナを服用するにあたって注意が必要な方

以前にローブレナを服用し、アレルギー症状が出た方
→再度服用することにより、アレルギー症状があらわれる可能性
が高いと考えられます。

リファンピシンを服用中の方
→肝機能検査値異常があらわれるおそれがあります。

市販されているものも含め、現在何らかの薬を使用中の方
→薬の飲み合わせによっては、副作用の原因となったり、効果
が出なくなったりすることがあります。

間質性肺疾患にかかっている方、または以前にかかった
ことがある方
→間質性肺疾患が発現、あるいは悪化するおそれがあります。

妊娠中または妊娠している可能性のある方
→胎児に影響を及ぼすおそれがあります。

授乳中の方
→授乳中の方は担当医に相談してください。

他の医師または歯科医師による治療を受けている、
またはこれから受けようとしている方

腎機能障害のある方

肝機能障害のある方

心電図検査でQT間隔延長といわれたことがある方
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肺がんとは

肺がんは、大きく「小細胞肺がん」と「非小細胞肺がん」の2種類に分けられ、
そのうち非小細胞肺がんは、がん細胞の形や性質などから、さらに「扁平上皮
がん」と「非扁平上皮がん」に分けられます。非扁平上皮がんには「腺がん」、
「大細胞がん」が含まれます。

がんの種類によって、発生しやすい場所や広がりの早さ、主な原因、治療
法などが異なります。

● 肺がんの種類
肺がんの治療方法には「外科療法（手術）」、「放射線療法」、「薬物療法」が
あります。また、肺がんと診断されたその日から、不安や痛みといった
さまざまな苦痛をやわらげるための「緩和ケア」が、がん治療と並行して
行われます。
原則として外科療法や放射線療法はがん細胞が肺の中にとどまっている
場合に、その部分に的を絞って行われます（局所療法）。

これに対し、薬物療法は広い範囲のがん細胞を攻撃する治療です（全身
療法）。従来から行われてきた抗がん剤を用いた化学療法は、がん細胞だけ
でなく、正常な細胞も含めた活発に増殖する細胞に作用します。

近年では、がん細胞で特定の遺伝子変異が確認された場合、それに関連
する分子（タンパク質など）に狙いを定めた「分子標的治療薬」による治療
が行われています。
例えば、遺伝子検査でALK融合遺伝子をもっていることが確認された場合
には、ALKチロシンキナーゼ阻害剤という分子標的治療薬を使います。

● 肺がんの治療

肺がんの原因としては、喫煙やアスベストなどの外因性によるものが知ら
れています。

一方、肺がんの中でも非小細胞肺がんでは、遺伝子変異が原因となること
が明らかになっています。この遺伝子変異は、喫煙やアスベストの曝露が
あったかどうかに関わらず、発現することがわかっています。
非小細胞肺がんの原因となる遺伝子変異は複数の種類が明らかになって
おり、その1つとしてALK融合遺伝子があります。

● 肺がんの原因

肺がん 小細胞肺がん

非小細胞肺がん 扁平上皮がん

非扁平上皮がん 腺がん

大細胞がん

外科療法（手術） 放射線療法 薬物療法

竹中 文良：がん治療の前と後 納得できる治療を受けて、前向きに過ごすための手引き 1 法研：16, 2010
日本肺癌学会：患者さんのための肺がんガイドブック2021年版 悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む2 金原出版：70, 2021

緩和ケア

しょう さい  ぼう はい ひ しょうさい ぼう はい

へんぺいじょうひ

ひ  へんぺいじょうひ

ア ル ク   ゆうごう い  でん  し

だいさいぼう

せん
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ATP結合ポケット
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ローブレナによる治療の対象となる方
ローブレナによる治療の対象となるのは、以下のような患者さん※です。

かつ
手術でがんを完全に
取り除くことが難しい
非小細胞肺がん

ALK融合遺伝子を
もっていることが

検査で確かめられている方

※正式な適応症：ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん

ローブレナの働き
ALK融合遺伝子は、ALK遺伝子と他の遺伝子が融合してできた異常な遺伝子
です。ALK遺伝子は細胞の増殖に関係する遺伝子で、この遺伝子からできる
タンパク質は、「細胞を増殖させなさい」という合図を受け取ると、細胞増殖に
関わるタンパク質などを活性化させて必要な場所に必要なだけ細胞を増殖させ
ます。しかし、ALK融合遺伝子からできたタンパク質（ALK融合タンパク）は、
合図を受け取らなくても常に細胞増殖に関わるタンパク質などを活性化させて
しまうため、無秩序に細胞が増え続けます（図1）。

ローブレナなどのALKチロシンキナーゼ阻害剤（ALK-TKI）は、ALK融合
タンパクに作用し、細胞増殖に関わるタンパク質などの活性化を妨げることで、

がん細胞の増殖を抑えます（図2）。
ALK-TKIの投与により、ALK陽性肺がんに対する効果が得られていても、
次第にその効果が弱くなっていくことがあります。
その主な原因の1つとして、ALK融合遺伝子が変異（二次耐性変異）すること
によりALK融合タンパクの一部が変化し、ALK-TKIが十分に作用できなくなる
（耐性化）、というメカニズムがわかっています（図3）。

ローブレナは、既存のALK-TKI投与後にALK融合遺伝子の二次耐性変異が
起こったALK融合タンパクに対しても作用し、がん細胞の増殖を抑えると
考えられています1）（図4）。

図1 ALK陽性肺がん発生のメカニズム 図2 図3 ALK-TKIに対する耐性化のメカニズムALKチロシンキナーゼ阻害剤
（ローブレナ）の働き

二次耐性変異が起こった場合の
ローブレナの働き図4

図監修：公益財団法人がん研究会 がん化学療法センター 基礎研究部 部長 片山 量平 先生

1）ローブレナ電子添文(2022年6月改訂(第4版)）
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ローブレナの働き図4

図監修：公益財団法人がん研究会 がん化学療法センター 基礎研究部 部長 片山 量平 先生

1）ローブレナ電子添文(2022年6月改訂(第4版)）
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ローブレナの服用方法
ローブレナは、通常1日1回100mgを毎日服用します。コップ1杯の水また
はぬるま湯で服用してください。

また、ローブレナは食事と関係なく服用できます。服用時間を決め、毎日
同じ時間帯に服用するようにしてください。

副作用があらわれた場合などには、薬の量を減らしたり、服用を中断し
たり（休薬）、ローブレナによる治療自体を中止することがあります。
担当医の指示に従って服用してください。

ローブレナは、直射日光や湿気を避け、室温で保管してください。
また、小さなお子さんの手の届かないところに保管してください。
他の人に薬を譲ったり、飲ませたりしないでください。

決して2回分を一度に飲まないでください。

飲み忘れに気がついた時には、飲み忘れた分は飲まずにとばして、次の
決められた時間に1回分を飲んでください。

飲み忘れた場合!

速やかに担当医に連絡してください。副作用が強くあらわれるおそれが
あります。

誤って多く服用してしまった場合

ローブレナの保管方法

ローブレナの剤形（実物大）

!

グレープフルーツジュースによりこの薬の副作用があらわれやすくなる
可能性があるので、グレープフルーツジュースの摂取は控えてください。

食べ物、飲み物との相互作用!

100mg 25mg
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重大な副作用

注意が必要な副作用

ローブレナによる治療中に、下記のような副作用があらわれる場合があり
ます。副作用は早期に発見し、適切に対応することが重要です。

この他にも気になる症状や、体調の変化などがあらわれた場合には、速やかに
担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。

QT間隔延長は、心電図検査でみつかる異常で、
軽い場合は症状はみられませんが、重度になると
動悸がしたり、気を失ったりすることがあります。

●重大な副作用

肺の間質と呼ばれる部位に炎症が起こる病気です。
最初は風邪のような症状ですが、進行すると肺が
線維化して呼吸ができなくなり、命に危険を及ぼす
おそれがあります。主な症状として、息切れ、息苦
しさ、から咳、発熱などがあります。このような症状
があらわれた場合には、「ただの風邪」と思い込ま
ずに、速やかに担当医にご連絡ください。      

●重大な副作用

間質性肺疾患

間質性肺疾患

QT間隔延長

膵炎

肝機能障害

中枢神経系障害、精神障害

その他の副作用

高脂血症
浮腫（むくみ）
ニューロパチー
体重増加
高血圧
高血糖

QT間隔延長

膵臓に炎症が起こることがあります。急に胃のあたり
がひどく痛む、吐き気、嘔吐などの症状があらわれ
ます。お腹の痛みはのけぞると強くなり、かがむと
弱くなることがあります。また、血液検査でわかる
ことも多くあります。

膵  炎

肝臓の働き（代謝・解毒・胆汁分泌）がうまくいかなく
なり、正常に機能しなくなることがあります。からだの
だるさ、食欲がない、発熱、皮膚や白目などが黄色く
なる（黄疸）、発疹、かゆみ、吐き気、嘔吐などの症状
があらわれます。症状があらわれず、血液検査で
わかることも多くあります。

肝機能障害

監修：近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門 主任教授  中川 和彦 先生
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注意が必要な副作用

中枢神経系障害、精神障害※
●重大な副作用

これらの症状があらわれた場合には、医師の判断でローブレナの減量、休薬などの
対応を行い、症状の改善・回復を待ちます。

※ここに書かれている症状は、これまでにローブレナを服用した患者さんでみられた
ものです。これが中枢神経系障害、精神障害の全てではないので、普段と違う様子が
みられたときには、担当医や看護師、薬剤師に相談してください。

● 忘れっぽくなる
 たとえば…

 ものを置いた場所を思い出すのに時間がかかる
 人の名前がなかなか出てこない
 一生懸命覚えようとしても頭に入らない
 いつも行っている家事の手順がわからなくなる

● 感情が不安定になる
 たとえば…

 イライラしやすい
 涙もろくなる
 不安になりがち（うつっぽい） 

● 言葉が出てきにくい
 ろれつが回らない
 話すのが遅くなる

● 視覚や聴覚に異常が出る
 光の残像が見える
 音楽が聞こえる
















監修：近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門 主任教授  中川 和彦 先生

●その他の副作用
高脂血症

血液中やリンパ液中の水分が血管・リンパ管の外
に漏れ出て、皮下組織に溜まっている状態です。
手足や顔がむくんだり、体重が増えたりすることが
あります。

末梢神経が障害され、手足に力が入らない、ものを
よく落とす、うまく歩行できない、などの運動・感覚
のまひや、手足のしびれ・痛みなどの症状があら
われることがあります。

浮腫（むくみ）

ニューロパチー

体重が増えることがあります。

体重増加

血中のコレステロール値やトリグリセリド値が高くなる
ことがあります。通常、症状はあらわれませんが、高脂
血症は動脈硬化の原因の1つであるため、進行する
と、心臓や脳などの血液の流れが悪くなってしまうお
それがあります。ローブレナによる治療中は、定期的
に脂質検査（血液検査）を行い、高脂血症があらわれ
た場合には、必要に応じて脂質降下薬を使います。
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注）必要な避妊期間
●妊娠可能な女性：
　服用中および服用終了後少なくとも21日間
●パートナーが妊娠する可能性のある男性：
　服用中および服用終了後少なくとも97日間

服用中の注意点
日々の体調の変化にご注意ください。副作用の初期症状の可能性
もあります。
ローブレナの重大な副作用として、間質性肺疾患、QT間隔延長、膵炎、肝機能
障害、中枢神経系障害、精神障害があり、比較的多くみられる副作用として、
高脂血症、浮腫（むくみ）、ニューロパチー、体重増加などがあります。初期の症状に
ついては12～16ページに詳細を記載していますので、これらの症状が出た
場合には担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。

また、これら以外の副作用があらわれるおそれもありますので、気になる症状
がある場合には、上記と同様に担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。

妊娠しないように気を付けてください。
ローブレナは胎児に影響を及ぼすおそれがあります。妊娠可能な女性、および
パートナーが妊娠する可能性のある男性がローブレナを服用する場合は、服用
中のみならず服用終了後一定期間注）は適切な避妊を行い、妊娠しないように
注意してください。

授乳中の方は担当医に相談してください。
ローブレナの母乳中への移行は不明であるため、授乳中の方は担当医に相談
してください。

注意が必要な副作用

これら以外の副作用があらわれるおそれもありますので、気になる症状がある
場合には担当医や看護師、薬剤師にご連絡ください。
また、日々の体調管理には、服薬日誌をご活用いただき、通院の際に担当医や
看護師、薬剤師にみてもらうことをお勧めします。

●その他の副作用

高血圧

血液中のブドウ糖濃度が高くなることがあります。
のどがかわく（口渇）、多量に水分をとる（多飲）、
尿の量が多い（多尿）、体重が減るなどの症状が
あらわれます。症状があらわれず、血液検査で
わかることもあります。
ローブレナによる治療中は、定期的に血液中の
ブドウ糖濃度を検査します。

高血糖

血圧の高い状態が続くことがあります。
通常、症状はあらわれませんが、高血圧が進んで
動脈硬化になると、狭心症や心筋梗塞、心不全、
脳梗塞、脳出血などが起こりやすくなるおそれが
あります。
ローブレナによる治療中は、定期的に血圧を測定
します。
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ローブレナの担当医以外の医師からの治療を受ける場合や、他の医療機関
を受診する場合には、ローブレナによる治療を受けていることをお伝えく
ださい。

気になる症状や体調の変化は、副作用の初期症状の可能性もありますので、
症状が軽い場合でも、速やかにローブレナの担当医や看護師、薬剤師にご連
絡ください。

ローブレナによる治療のサポート他の医師による治療を受ける場合や
他の医療機関を受診する場合 ローブレナによる治療をサポートするツールをご紹介します。

● 服薬日誌  ローブレナ錠を服用される方へ
日々の体調の変化や担当医に相談したいことなどを記録していただくた
めの日誌です。診察時には、この日誌を持参して、担当医や看護師、薬剤師
にみてもらうようにしてください。

● ウェブサイト「ローブレナ®.jp」
ローブレナを服用する患者さんに、服用方法や副作用とその対策、服用
の際の注意点などの情報を掲載しています。

https://lorbrena.jp
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● 服薬日誌  ローブレナ錠を服用される方へ
日々の体調の変化や担当医に相談したいことなどを記録していただくた
めの日誌です。診察時には、この日誌を持参して、担当医や看護師、薬剤師
にみてもらうようにしてください。

● ウェブサイト「ローブレナ®.jp」
ローブレナを服用する患者さんに、服用方法や副作用とその対策、服用
の際の注意点などの情報を掲載しています。

https://lorbrena.jp
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